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・「つなぐ森淵野辺」まちびらき
・「はじまりのマチ（印旛日医大）」ほか募集開始、新規事業化決定
・「まちなみ塾」第9期（平成30年度）修了式、2019年度塾生募集開始

　平成 30 年 3月（№ 285）号本紙で、プロジェ
クトの事業化をお知らせしました「淵野辺サトヤ
マプロジェクト」は、当初の計画通り、ゴルフ場
跡地の自然環境を活かした里山をコンセプトに共
有地を持つ住宅地「つなぐ森淵野辺」として、開
発整備してまいりました。
　当財団の普及啓発事業である「住まいのまちな
みコンクール」の第 12 回（平成 28 年度）国土
交通大臣賞を受賞した「サトヤマヴィレッジ」の
日本の原風景である里山のイメージを彷彿させる
中心部の緑地（サトヤマ）を共有物として住民が
共同で維持管理を行うことでコミュニティを形成
しているという「新しいコミュニティづくり」を
取り入れた関東エリアでの初の分譲地です。住宅
地の開発に当たっては、「サトヤマヴィレッジ」
の企画者である福岡県の株式会社エス・コンセプ
トの代表取締役馬越重治氏にアドバイザーとして
ご尽力いただきました。
　平成 31 年 1月 19 日（土）に、第 1工区の 13
棟が完成し、まちびらきを行いました。

つなぐ森淵野辺まちびらき 　はじめに、主催者代表の当財団青木専務理事が
挨拶し、来賓代表として、本分譲地のアドバイ
ザーの馬越重治氏よりご挨拶いただきました。続
いて、来賓の方々のご紹介、主催者側の紹介があ
り、来賓の馬越氏、（株）大本組東京支店三宅執
行役員支店長、主催者の積水ハウス（株）神奈川
中央支店木下支店長、パナソニックホームズ
（株）東日本分譲開発支社村田支社長、ミサワホー
ム（株）首都圏営業本部雨宮分譲開発事業部長、
東京セキスイハイム（株）まちづくり事業部青木
事業部長、大和ハウス工業（株）厚木支社住宅事
業部天野事業部長、当財団青木専務理事の 8名
でテープカットを行い、まちびらきとなりました。
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　平成 30 年 3月（№ 285）号本紙で、プロジェ
クトの事業化をお知らせしました「千葉NT印旛
日本医大駅前」は、駅から見える徒歩 2分の立
地を活かし、「住まう方の交流を育む、全 57 区
画の美しいマチづくり」をテーマに計画、事業化
し、「はじまりのマチ」として平成 30 年 12 月 3
日（月）募集開始いたしました。
　まちの特徴は、クルドサックやタウンゲート 2
つを含めた 8つのコミュニティサークルエリア
で、コミュニティサークルの奥の歩行者専用道路
のサイドには、木々や花々を育てるフレンドガー
デンを設け、住まわれる方々がみんなで植物を育
てながらコミュニティも育まれる空間になること
を期待しています。電線類も一部地中化されてお
り、開放的で美しいまちなみとなっています。ま
た、景観協定に基づきまちなみと住環境が維持さ
れるようにしています。安心安全に住まわれるよ
うタウンセキュリティとして成田空港警備株式会
社のパトロール巡回を導入することとしていま
す。（中臺）

はじまりのマチ　概要
所�在地：千葉県印西市舞姫 1丁目 4番 1他
事業形態：土地買取
土地提供者：都市再生機構
参�加メーカー：旭化成ホームズ（株）、住友林業
（株）、積水ハウス（株）、トヨタホームちば
（株）、トヨタホーム東京（株）、パナソニック
ホームズ（株）、ミサワホーム（株）

区画数：57 区画

　平成 30 年 7日月（№ 285）号本紙で、プロ
ジェクトの事業化をお知らせしました「町田市多
摩境区画整理事業」は、「HUG�HILLS�多摩境」
として、平成 31 年 1月 26 日（土）より募集を
開始いたしました。
　南下がりのひな壇に造成された完成宅地の保留
地を参加メーカー 9社で買取り、眺望を活かし
た美しいまちなみを形成するために「まちなみガ
イドライン」を取り決めています。

はじまりのマチ

HUG HILLS 多摩境（たまさかい）

　まちびらきの前日には、テレビ東京「ワールド
ビジネスサテライト」の取材を受け 1月 21 日
（月）に放送されました。番組では、中央に雑木
林、塀はつくらない新発想の分譲住宅地、「林」
と暮らす分譲住宅、自然をいかして付加価値を提
供する新たな住まいの形として紹介されました。
（松岡・岸田）

つなぐ森淵野辺　概要
所 在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺本町 5
丁目 633 － 6他

事業形態：土地買取
土地提供者：有限会社中渕ゴルフクラブ
参�加メーカー：積水ハウス（株）、大和ハウス工
業（株）、東京セキスイハイム（株）、パナソ
ニックホームズ（株）、ミサワホーム（株）

共有地のクルドサックからみたまちなみ

第 1 工区（13 棟）区画図
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　「ガイドライン」では、まちの統一感や調和を
図るために、各宅地の駐車場・主庭を配置したマ
スタープランと外構のデザイン、材料、植栽の
ルールがあり、個々の宅地内のガイドラインとし
ては、建物計画の 6項目、外構計画の 7項目が
あります。それらを守っていただくことで美しく
豊かな住環境の創出を期待しています。
　区画整理事業の換地を持つ地権者の一人でもあ
る京王電鉄株式会社にも、このまちが一体となる
ように、外構計画などご協力いただけるよう折衝
しているところです。（中臺）

HUG HILLS 多摩境（たまさかい）概要
所�在地：東京都町田市小山片所区画整理事業地内
事業形態：土地買取
区画数：85 区画
参�加メーカー：スウェーデンハウス（株）、住友
林業（株）、積水ハウス（株）、大和ハウス工業
（株）、東京セキスイハイム（株）、トヨタホー
ム東京（株）、パナソニックホームズ（株）、三
井ホーム（株）、ミサワホーム（株）

　平成 29 年 3月（№ 279）号本紙で、プロジェ
クトの事業化をお知らせしました「柏たなか」
は、未来につなぐ「住み継がれる」まちをテーマ
に、COMMON×COMMUNITY×LOVE の 3つの
キーワードより「CO・CO・LO�COURT」と名
付け、平成 30 年 12 月 1日（土）より第 1期を
募集開始いたしました。
　街区全体計画は、有限会社ランドプランナーズ
代表の平山郁朗氏にお願いし、ゆるやかで変化の
ある景観を演出いたしました。街の顔となる 3
つのゲートには季節感のある花木をシンボルとし
た憩いの空間、自転車歩行者専用道路「ココロ小
径」、辻広場を設けています。住まう人の交流や
楽しみを共有しながらコミュニティ活動の場とな
る集会場を設置しています。また、管理組合の設
立、「景観協定」「まちなみデザインガイドライ
ン」の制定により、豊かな暮らしと住み継がれ
る、統一感あるまちなみが形成され、維持される
ことを期待しています。（廣瀬）

CO・CO・LO COURT 

CO・CO・LO COURT　概要
所�在地：千葉県柏市（柏都市計画事業柏北部東地
区）

事�業形態：土地買取
総区画数：219 区画
参�加メーカー：パナソニックホームズ（株）、住友
林業（株）、大和ハウス工業（株）、東京セキス
イハイム（株）、トヨタホームちば（株）、トヨ
タホーム東京（株）、ミサワホーム（株）

　東京都東久留米市のUR都市機構の団地再生事
業「東久留米団地上の原土地区画整理事業」約 1
万㎡のスーパーブロックを東京セキスイハイム、
ミサワホーム、パナソニックホームズ、住友林
業、大和ハウス工業、スウェーデンハウスの 6
社で、また、千葉県柏市のUR都市機構の団地再
生事業「豊四季台ⅡＰＪ」約6千㎡のスーパーブ
ロックを三井ホーム、トヨタホーム、住友林業、
スウェーデンハウス、大和ハウス工業、ミサワ
ホーム、パナソニックホームズ、の7社で、落札
買取、2つの事業が決定しました。（内田、廣瀬）

　財団では、主に会員社社員を対象に、1年間ま
ちづくりを学ぶ研修事業「まちなみ塾」を平成
22 年度より実施しています。今期の修了式は 2
月 21 日（木）に当財団会議室で行われ、24 名
が修了しました。前期同様、今期も 1月 17 日
（木）の設計演習最終発表会に、財団理事長の竹
中宣雄ミサワホーム（株）会長による特別講話が
ありました。業界の重職、経営の第一線を歩まれ
ているお立場から、今の社会情勢からくる業界の
かかえる問題点を未来に向けてどのように克服し
ていけばよいのかなどのお話を伺いました。
　設計演習は、実在地の課題地及びその周辺の既
存住宅地を含めた地域における住環境の持続的な
活性化を目的とする難度の高い課題でした。今回
は最優秀賞、特別賞の2グループを表彰しました。
　なお、第 9期の講義内容等の一部を「家とま
ちなみ 79 号」（5月発刊予定）に掲載いたしま
す。（壷内）

新規事業化決定 

まちなみ塾第 9 期修了 
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最優秀賞
Aグループ��テーマ「TSUKUBAな暮らし」

評�価ポイント：急速に進展しつつある自動運転技
術を新たなまちづくりの社会基盤として位置付
け、人や物資の移動にのみならず情報や生活関
連サービスの供給を、次世代型モビリティシス
テムとして提案している点が近未来のリアリ
ティーを感じさせます。さらに、生活空間とし
ての街路の新機能デザインや住宅とモビリティ
の接続など、革新的な提案は秀逸であり、審査
員の高い評価を得ました。

特別賞 Knowledge Concept 賞
B グループ�テーマ「Free�Library�Town」

評�価ポイント：IT 化が私たちの暮らしを豊かに
するという既成の価値観に対して、敢えてアナ
ログな「書籍」を持続可能なまちづくりのソ
リューションとしてテーマアップしたことに新
鮮さを感じます。また、多様な世代や家族構成

に対応する住宅エリアの設定と、想定される居
住者の個性を具体的に提示している点、人々の
暮らしと地域が「書籍」をきっかけにフィジカ
ルに繋がる未来に、スローライフな安らぎを感
じる提案が評価されました。知の集積としての
書籍の効用を掘り起こすという意味で
「Knowledge�Concept賞」を授与されました。

　当財団では、主に会員社社員を対象に、まちな
み塾を開催しております。カリキュラムとして
は、住宅地の現在の状況や問題点を踏まえ、その
解決を考え提案していくことを設計演習の課題と
しており、そのために必要な気づきや知識を得る
ため、大学教授等や実務者からの講義による座
学、まちなみ視察などを約 1年間で行います。
設計演習は、他社他業務の方とグループで行うた
め、課題に取り組んでいる時間はもちろん、情報
を交換するなどの今後にもお付き合いできる人脈
が作れます。
　ぜひ、ご参加ください。（壷内）

期�間：2019 年 5 月～ 2020 年 2 月（8回程度）
　※原則第 3木曜日。講義により変更有
時�間：13 時～ 17 時 30 分　※講義により変更有
会�場：当財団�会議室
参�加費（年間）：財団会員社：無料、非会員社：
5万円

募�集対象者：会員社及びグループ会社、その他ま
ちなみ関連事業者ほか（ゼネコンやコンサルタ
ント会社のまちづくり担当部門の方からのご参
加もお待ちしております）

お�問合せ：財団壷内

※詳細が決まり次第、財団ホームページにアップ
いたしますので、ご覧ください。

「2019 年度（第 10 期）まちなみ塾」塾生募集
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